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22MayMem25 というコードを利用して、本日 AORN 会員に加入することで、25 ドル節約して、すべてのメンバー特典が利用でき
ます。

AORN Member, See What’s New This Month:
 Celebrate Nurses Month
 Newly Updated Information Management Tools
 Up to 35.6 free CH (New Webinars, Journal Articles, and more)
 Upcoming AORN Events
 Take the Pop Quiz to Enter to Win $25
 And More

AORN 会員各位 今月の新着情報をご覧ください。
 全米看護師月間の記念
 情報管理ツールを新規に更新
 最大 35.6CH 無料（新しいウェビナー、ジャーナル論文、その他）
 AORN イベント情報
 ポップクイズに答えて$25 を当てよう
 その他

Celebrating YOU This Month
This month is all about showcasing how your perioperative community is making a difference and
celebrating you! See how else you can celebrate with ANA. Plus, join AORN in May with
code 22MayMem25 to save $25* and be entered to win an AORN swag bag!** » Join Your Community

今月は看護師をお祝いします！
今月は、周術期のコミュニティがどのように変化をもたらしているのかを紹介し、看護師を祝福します。ANA と一緒にお祝いできる
他の方法をご覧ください。さらに、コード 22MayMem25 で 5 月に AORN に入会すると、$25* 割引と AORN スワッグバッグの
抽選に参加できます！** »コミュニティに参加

AORN Journal CNE Articles
(AORN Journal CNE（看護継続教育）論文

Clinical Issues: May 2022
(1.5 CH)
Perioperative Prewarming
(2.3 CH)

Get answers for using the AORN
staffing formula, differences
between preceptors and
mentors, unique device
identifier requirements, and

Back to Basics:
Electrosurgical Safety (1.3
CH)

more.

thermoregulatory
pathophysiology of anesthesia.

Clinical Issues(クリニカル・イシュー)

and how to implement
evidence-base practices for
electrosurgical safety.

2022 年 5 月号(1.5CH)

Back to Basics: 電気外科手術の安

伝熱の摂理と麻酔の体温調節の病態

AORN 情報管理ツール：人員配置、プリ

全性（1.3CH）

生理を学ぶことにより、プレウォーミング

セプターとメンターの違い、独自の機器識

よくある懸念事項、安全性を高める方

の理解を深める。

別子の要件などに関する答えを得ること

法、電気外科手術の安全性に関するエ

ができます。

ビデンスベースの実践方法について学びま

AORN ジャーナル CNE 記事

Learn about common areas of
concern, how to enhance safety,

Gain an understanding of
prewarming by learning about
the physics of heat transfer and

周術期のプレウォーム (2.3 CH)

す。

NEW Webinars（新ウェビナー）
Culturally Congruent Care for Muslim Populations within the Perioperative
Setting (1 CH)
Learn ways to enhance your ability to provide culturally sensitive care to Muslim populations. Join
AORN for free access. » Stream Now
周術期でのムスリム集団のための文化的に調和したケア（1CH)

イスラム教徒に文化的に配慮したケアを提供する能力を高める方法を学びます。AORN に入会すると、無料でアクセスできます。
»今すぐアクセス

Anesthetic Related Malignant Hyperthermia in the Operating Room (0.5 CH)
Recognize the signs and symptoms of a malignant hyperthermia crisis and how you should respond as a
perioperative nurse. Join AORN for free access. » Stream Now
手術室における麻酔関連の悪性高熱症（0.5CH)
悪性高熱症の徴候と症状を認識し、周術期看護師としてどのように対応すべきかを理解する。AORN に入会すると無料でアクセ
スできます。»今すぐアクセス

Featured ANA Benefit

Featured Periop Perk

Get free four-month access to SE Healthcare’s
Burnout Prevention Program, worth up to 22 CH,
through Aug 31, 2022. Join AORN to become

NEW! AORN members save 25% on GE appliances.
Plus, now through May 11, buy 2 and save an extra
5% or buy 3 or more and save an extra 10%.

an ANA affiliate member for access and register
before June 30.

Members also receive free shipping. Join AORN for
access.

ANA（アメリカ看護協会）のおすすめ特典

注目の周術期特典

2022 年 8 月 31 日まで、SE ヘルスケアのバーンアウト防止

新規! AORN 会員は GE 家電を 25％割引で購入できます。

（燃え尽き症候群防止）プログラム（最大 22CH 相当）に 4 ヶ

さらに、5 月 11 日まで、2 個買うとさらに 5％、3 個以上買うと

月間無料でアクセスできます。AORN に入会して ANA の提

さらに 10％割引になります。また、会員の方は送料も無料で

携メンバーになり、6 月 30 日までに登録するとアクセスできま

す。AORN に入会するとアクセスできます。

す。

Share your feedback to help us
improve membership benefits
and you could win $25

Share Your Feedback
What do you like most or least
about AORN Webinars? Have
any ideas for webinar topics?

ご意見をお聞かせください！
AORN ウェビナーについて、最も気に入
っていること、あるいは最も気に入らない
ことはございますでしょうか？ウェビナーの
トピックについて何かアイデアはございま

せんでしょうか？会員特典の向上のた
め、意見により$25 ドルを獲得できま
す。ご意見をお聞かせください。

人は、適度なヒートバランスに容易に耐

には AORN 会員であることが条件とな

Get quick, members-only tools
and templates for the updated
Information Management
Guideline, such quick videos,
competency verification tools,

ります。

and more.

えることができるのは何分程度でしょう
か？答えがわかりますか？クイズに答え

Pop Quiz
Most individuals can easily
tolerate a modest heat
imbalance if it does not last for
more than approximately how

て、$２5 を獲得してください。当選する

新たに更新されたガイドラインの要点
更新された情報管理ガイドラインのクイ
ックビデオ、コンピテンシー検証ツールな
ど、会員限定のツールやテンプレートを

many minutes?
Take the quiz and you could win
$25 (must be a member to win).
周術期クイズ

入手することができます。

Newly Updated
Guideline Essentials

Richard Dizon, RN, CNOR, RNAS-C, RNFA
“My AORN membership is very helpful in my perioperative
career. Having access to free CNE and keeping myself updated
on current trends in perioperative nursing makes my
membership well worth it!”
Richard Dizon 氏（RN,CNOR,RNAS-C,RNFA）
「AORN のメンバーシップは、私の周術期のキャリアに非常に役立っています。
無料の CNE にアクセスし、周術期看護の最新動向を把握できることは、会
員であることの価値を十分に示しています。」

[Live Virtual Seminar] Thriving after a Life-Quake: Rebooting Your Perioperative
Leadership in 2022 – 1 CH
Sponsored by Intuitive, 3M, Stryker | Free

[ライブバーチャルセミナー]ライフクエイク（人生を変えてしまうような突然の出来事）の後に繁栄する。2022 年、周術期リーダーシッ
プを再起動させる - 1 CH
スポンサー：3M 社,Stryker 社 無料

[Webinar] Leveraging Actionable Robotics Data & Building Dynamic Dashboards –
1 CH
Sponsored by Intuitive | Free

[ウェビナー] ロボティクスデータの活用とダイナミックダッシュボードの構築 - 1 CH
スポンサー：Intuitive 社 無料

[Guidelines Workshop] Preoperative Patient Skin Antisepsis: More Than Just Skin
Prep – 1 CH

Sponsored by BD | Free

[ガイドラインワークショップ]術前患者の皮膚の除菌処理。単なる皮膚の準備だけではありません - 1 CH
スポンサー：BD 社 無料

[OR Excellence] #1 Outpatient Surgery Conference
Member Savings: $100
[OR Excellence]#1 外来患者外科カンファレンス
AORN メンバー割引：100 ドル



Guideline & Position Statement Open for Public Commenting – Please provide comments on the
Perioperative Nursing Certification position statement by May 13 and Guideline for Processing
Flexible Endoscopes by May 20. » Comment Now



ガイドライン＆ポジションステートメントのパブリックコメント募集 - 周術期看護認定ポジションステートメントは 5 月 13 日
まで、フレキシブル内視鏡の処理に関するガイドラインは 5 月 20 日までにご意見をお寄せください。»今すぐコメント



AORN Foundation – The application for education funding is available through June 15,
2022. » Apply Today



AORN Foundation - 教育資金の申請受付は 2022 年 6 月 15 日までです。»今すぐ申込み

*$25 off a standard 1-year membership, excludes student, retired, new to profession, monthly membership subscriptions,
and Periop 101 renewals. Valid through May 31, 2022 at 11:59PM PT.

**Drawing will be held on March 15, 2022. Winners will be notified via email. Prizes not claimed within 7
days will be forfeited. Program rules and incentives are subject to change by AORN. Void where prohibited.
Purchasing AORN membership is not required to enter to win the Prize Drawing. Individuals may also enter
to win by submitting a mail-in entry. Please print your first and last name, street address, city, state, zip
code, phone number with area code, and e-mail address. Mail your completed entry to AORN–Attn:
Membership Giveaway, 2170 South Parker Road, Suite 400, Denver, CO 80231. All mail-in entries must be
post-marked by March 13, 2022. One mail-in entry per person. Entries that are late, lost, illegible,
incomplete, postage due, or otherwise not in compliance with these Contest Rules will be disqualified.
**抽選は 2022 年 3 月 15 日に行われます。当選者にはメールにてご連絡いたします。7 日以内に連絡がつかない場合は、賞品
は主催者により没収されます。プログラムのルールやインセンティブは、AORN によって変更されることがあります。禁止されている地
域では無効となります。賞品の抽選に参加するために、AORN のメンバーシップを購入する必要はありません。また、個人の方は、
郵送で応募することもできます。姓名、住所、市町村、州、郵便番号、電話番号（市外局番を含む）、E メールアドレスを記入し
てください。必要事項を記入の上、AORN-Attn: Membership Giveaway, 2170 South Parker Road, Suite 400, Denver, CO
80231 まで郵送してください。郵送での応募はすべて、2022 年 3 月 13 日までにポスト投函する必要があります。郵送での応募
は、お一人様 1 回限りとさせていただきます。応募の遅れ、紛失、文字の判読不能、不備、郵送期限切れ、その他本コンテスト
規則に従わない応募は失格となります。
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