AORN Global Surgical Conference & Expo 2022
March 19-23 | New Orleans, LA

The Ultimate Periop Meet Up
Connect with OR peers, test new products & cheers to 2022
Explore the Hall
Members save up to $250 on registration.
Not a member? » Join when you register to receive member pricing.
究極の周術期の同僚との交流会
手術室の同僚と接続し、新製品をテストして2022年に祝杯をあげる！
ホールの探索
メンバーは登録時に最大$ 250を節約できます。
メンバーではない？ »登録時にAORNに加入して、メンバーの価格を受け取ることができます。

Periop Colleague,
The world’s largest surgical trade show is returning to an in-person event this March in New Orleans. As
part of AORN’s annual conference, the Expo Hall will be the periop place to be. More education,
inspiration, connections, and celebrations than ever!
Here are four top places to be seen while in the Expo Hall:
1. Opening Expo Hall Reception – sip cocktails, network, and experience hands-on product demos.

2. Career Center Lounge – engage with peers, explore new career options, and find out what your
skills and experience are worth.
3. AORN Central – mix and mingle with Guideline authors, meet other members, and get your AORN
product questions answered.
4. Young Professionals Meet Up – kickstart your networking and connect with other young
professionals in the Career Center Lounge during the Expo Hall Opening Reception.
周術期の同僚各位
世界最大の外科見本市は、今年 3 月にニューオーリンズで開催される対面式のイベントに戻ります。 AORN の年次カンファレン
スの一環として、Expo ホールが周術期同僚が集うの場所になります。 これまで以上に多くの教育、インスピレーション、つながり、
そしてお祝いを！
Expo ホールで見つけられるトップ 4 の場所は次のとおりです。
1.オープニング Expo ホール・レセプション–カクテルやネットワークを飲み、製品の実演デモを体験してください。
2.キャリアセンター・ラウンジ–周術期の仲間と交流し、新しいキャリアオプションを模索し、スキルと経験が何に値するかを探索くださ
い。
3. AORN Central –ガイドラインの作成者と交流し、他の周術期のメンバーと会い、AORN 製品やガイドラインの質問に答えてもら
います。
4.若い専門家の交流会–エキスポホールのオープニング・レセプションで、キャリアセンター・ラウンジで人脈作りを開始し、他の若い
専門家と交流しましょう。

» Take a look at what else we have safely planned for you and your leader periop peers in New Orleans in
March!
»3 月にニューオーリンズでご自身とご自身のリーダーの周術期の同僚のために安全に計画したイベント詳細を確認してください！

自信を持って予約
100％返金保証
✓イベント登録：2022 年 3 月 18 日までに受け取ったすべてのキャンセル・リクエストは、登録時に全額返金されます。
✓ホテル予約：AORN のホテル予約では、予約時に 1 泊分のデポジットが必要です。 ゲストの到着日の 72 時間前までにキャン
セルした場合、ホテルのデポジットは全額返金されます。

NOTE: Please view our updated COVID-19 safety plan.
注記：更新された COVID-19 安全計画をご覧ください。

早期割引価格で100ドル節約！

早期割引価格は、2022年2月９日まで有効です。
AORNメンバーは登録時に$250ドル節約できます。AORNメンバーでない？登録してメンバー価格で参加しましょう！

COVID-19 Safety
THANK YOU TO OUR PLATINUM SPONSOR

Celebrate 2021: Year of the Health and Care Workers!
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