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本日 AORN に加入して会員特典にアクセスしましょう！

2022 Guidelines:
6 New Evidence-Based Practices to Implement Now
Updated guidelines present new research and practices for the latest in evidence-based care in the
2022 edition of Guidelines for Perioperative Practice. » See updates.
今すぐ実装すべき 6 つの新しいエビデンスに基づく実践
更新されたガイドラインは、周術期実践のためのガイドラインの 2022 年版における最新のエビデンスに基づくケアのための新しい研
究と実践を提示します。 »更新を確認

4 Ways to Invest in Yourself in 2022
Engaging with those you love is the most important way to boost your health in 2022, suggests
wellness coach Dr. Phyllis Quinlan, PhD, RN, NPD-BC. » Invest in yourself.
2022 年に自身に投資する 4 つの方法
愛する人と交流することは、2022 年にあなたの健康を高めるための最も重要な方法であると、ウェルネスコーチの Dr. Phyllis
Quinlan 氏(PhD、RN、NPD-BC)が示唆しています。 »ご自身に投資

Fireside Chat: Rediscovering Compassion
Why are many of America’s most trusted professionals frustrated — and what can we do to
reconnect with our passion for nursing? Listen to a periop nursing conversation and live Q&A
with Dr. Phyllis Quinlan, AORN CEO Linda Groah, and AORN President Holly Ervine. » Listen
on-demand.
暖炉談話：思いやりの再発見
アメリカで最も信頼されている専門家の多くが不満を感じているのはなぜでしょうか？また、看護への情熱に再びつながるために何
ができるでしょうか？AORN の CEO である LindaGroah 氏と AORN 社長である HollyErvine、Dr.Phyllis Quinlan との周術期看
護師の会話をお聞きするライブ Q＆A。 »オンデマンドで聞く

AORN Clinical Consult Line
Effective Feb. 1, the AORN Clinical Consult line will be available to members on Tuesdays from
9am-1pm MT. You may also leave your questions on ORNurseLink and our Perioperative Nurse
Specialists will respond within 2 business days.
AORN クリニカル・コンサルト・ライン
2 月 1 日より、AORN クリニカルコンサルトラインは火曜日の午前 9 時から午後 1 時までメンバーが利用できるようになります。
OR Nurse Link に質問を残すこともでき、周術期ナーススペシャリストが 2 営業日以内に回答します。

AORN Foundation Education Funding Available
CNOR, CSSM, and CNAMB certification testing grants, supported by CCI, are available.
Applications will be accepted through February 6, 2022. » Learn more and apply.
AORN 財団の教育基金が利用可能
CCI によってサポートされている CNOR、CSSM、および CNAMB 認定テスト助成金が利用可能です。 申
し込みは 2022 年 2 月 6 日まで受け付けられます。»詳細を確認して申し込み

Academic scholarships are available to individuals pursuing a career in perioperative nursing, and to registered nurses
who are continuing their education in perioperative nursing by pursuing a bachelor’s, master’s, or doctoral degree.
Applications accepted through June 15. » Learn more and apply.
奨学金は、周術期看護のキャリアを追求している個人、および学士号、修士号、または博士号を取得して周術期看護の教育を
継続している認定看護師が利用できます。 申し込みは 6 月 15 日まで受け付けす。»詳細を確認して申し込み

Your Plates Are Full
Outpatient surgery leaders are paid well, but some wonder if their salaries meet the level of the
expanding responsibilities they’re managing during the ongoing pandemic. » Read more.
もうこれ以上余裕がありません！
外来手術のリーダーは十分な給料をもらっていますが、給与が、進行中のパンデミックの間に拡大する責任の
レベルをどのように満たしているか疑問に思う人もいます。 »続きを読む

Grammy Award-winning Artist to Play at Opening Party
We’re planning an unforgettable week of networking and experiences so you can unwind, connect,
and have fun with peers from around the world. » Explore networking and entertainment
experiences at Expo.
グラミー賞受賞アーティストがオープニングパーティーで演奏
世界中の仲間とくつろいだり、つながり、楽しんだりできるように、忘れられないネットワーク構築と体験の 1 週間を計画しています。
»Expo でネットワーキングとエンターテインメントの体験を確認

Self-Discovery: Your First Step to Being Inclusive
Diversity coach Dima Ghawi shares tips for talking openly with your colleagues to help create an
inclusive workplace in 2022. » Read blog.
自己発見：開放的であることへの最初のステップ
多様性のコーチの DimaGhawi 氏が、2022 年に開放的な職場を作るために同僚と率直に話すためのヒントを共有しています。»
ブログを読む

Quiz Time
What type of perioperative cleaning would be performed following a laparoscopic
cholecystectomy on a patient with bone tuberculosis? » Take our quiz now.

クイズの時間
骨結核患者の腹腔鏡下胆嚢摘出術後にどのような種類の周術期洗浄が行われますか？ »今すぐクイズに答える

Anxiety & Depression Among Perioperative Nurses
Take part in an important study that seeks to determine predictors of anxiety and depression among perioperative
nurses working during the COVID-19 pandemic. The information you provide will remain confidential and will not be
shared with third parties. The survey takes an average of 5-10 minutes to complete. » Take survey.
手術看護師の不安とうつ病
COVID-19 パンデミックの期間に働いている手術看護師の間で不安とうつ病の予測因子を決定しようとする重要な研究に参加し
てください。 ご提供いただいた情報は機密情報として扱われ、第三者と共有されることはありません。 調査は完了までに平均 5
〜10 分かかります。 »調査を行う

Become a Nurse Educator
Earn your Master’s in Nursing and transform the world of health care. Learn how to train a new generation of nurses,
lead health care organizations, and advance into the field’s top positions with this 15-month program. » Read more.
Sponsored by CSUN
看護師教育者になる！
看護学の修士号を取得し、ヘルスケアの世界を変革してください。 この 15 か月のプログラムで、新世代の看護師を養成し、医療
機関を主導し、この分野のトップの地位に昇進する方法を学びましょう。 »続きを読む
CSUN のスポンサー

Our Goal is Zero™ Harm
At Stryker, we have had the privilege to partner with you for decades. You deserve to have zero doubt and total peace
of mind knowing your operating room is safe for all patients, surgeons, and nurses. Join us on the Journey to
Zero™. » Learn more.
Sponsored by Stryker

私たちの目標は Zero™Harm です！
ストライカー社では、何十年にもわたってあなたとパートナーを組む特典を提供しています。 手術室がすべての患者、外科医、およ
び看護師にとって安全であることは、疑いはなく、完全に安心していただく価値があります。 JourneytoZero™にご参加ください。 »
もっと詳しく知る
ストライカー社のスポンサー

Raising the Standard of Antiseptic Care
The portfolio of BD ChloraPrep™ and BD PurPrep™ Skin Prep Products are advancing patient care through full
sterility—with a dual formulation sterile solution and sterile applicator you can trust. » Learn more.
Sponsored by BD
消毒ケアの水準を上げる！
BD ChloraPrep™および BD PurPrep™等の皮膚消毒製品のポートフォリオは、信頼できる二重製剤の滅菌溶液と滅菌アプリケー
ターを使用して、完全な滅菌を通じて患者のケアを提供しています。»もっと詳しく知る
BD 社のスポンサー

Hot Jobs
Director of Perioperative Services | North Pointe Surgery Center | Lancaster, PA
» Apply Today
求人情報
周術期サービスの部長| ノースポイント外科センター| ペンシルベニア州ランカスター
»今すぐ申込む

Certified RN Anesthetist CRNA | UCSF | San Francisco, CA
» Apply Today
認定 RN 麻酔科医 CRNA | UCSF | サンフランシスコ、カリフォルニア州
»今すぐ申込む

Kick-start Your New Year with Free CNE
Earn 1.6 CH and learn about hazardous and harmful chemicals in the perioperative environment.
Members get 200+ free CH through the AORN Journal. » Read article.
無料の CNE(継続看護教育）で新年を始めましょう！
1.6 CH（継続教育時間）を獲得し、周術期環境における危険および有害な化学物質について学びます。 メンバーは、AORN
Journal を通じて 200 以上の無料 CH を取得します。 »論文を読む

BONUS: See top AORN Journal CNE articles and other popular member benefits from 2021. » See
highlights.
ボーナス：2021 年からのトップの AORN Journal CNE 論文と他の人気のあるメンバーの特典を参照してくださ
い。»ハイライトを確認

[Webinar] Maintaining Normothermia: Take an Active Role – 1 CH
Sponsored by 3M

[ウェビナー]正常体温の維持：積極的な役割を担う– 1 CH
3M 社スポンサー

[Webinar] Aerobiology – Infection Prevention Starts with the Air We Breathe
Sponsored by Aerobiotix

[ウェビナー]空中生物学–感染予防は呼吸する空気から始まる
Aerobiotix 社スポンサー

[Webinar] Safe Patient Positioning – 1 CH
Sponsored by Hillrom

[ウェビナー]安全な患者ポジショニング– 1 CH
Hillrom 社スポンサー

[Webinar] Center of Excellence in Surgical Safety: Prevention of RSI – Guideline
Update & Program Overview
Sponsored by Stryker

[ウェビナー]外科的安全性の中核拠点：RSI の予防–ガイドラインの更新とプログラムの概要
Stryker 社スポンサー
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