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周術期安全性スコアの予測要因

Periop Professional,
In case you missed it, a study published in April 2021 in the AORN Journal, “Examined relationships
between the length of perioperative nurse experience, perioperative nurse engagement, and an OR culture
of safety.” In addition, the study investigators sought to determine whether a relationship existed between
CNOR® Certification and the periop culture of safety.
They found that CNOR® certified nurses, “had significantly higher culture of safety scores compared with
those who did not.” Click below to read the full article (complimentary access for AORN members):
周術期専門家 各位
2021 年 4 月に AORN Journal に掲載された研究、“Examined relationships between the length of perioperative nurse
experience, perioperative nurse engagement, and an OR culture of safety.(周術期看護師の経験の長さ、周術期看護師の
エンゲージメント、OR の安全文化との関係を検証した)”、さらにこの研究者は、CNOR®認定と安全性の周術期文化の間に関
係が存在するかどうかを判断しようとしました。
彼らは、CNOR®認定看護師は、"そうでない看護師と比較して、安全文化のスコアが有意に高い "ことを見いだしました。論文の
フルテキストは下記をクリックしてご覧ください（AORN 会員は無料で閲覧できます）。

CNOR Exam Prep Resources
 Practice Questions: If you have not yet downloaded AORN’s 25 Practice Questions, get them here.
 PCNOR Flashcard Game: Available on the AORN Mobile App.
 Prep for CNOR Online (54 CH): includes a detailed 15-week study guide to help navigate through 57

modules and provides estimated timeframes of completion for each week of study.

CNOR 試験準備用リソース
 練習問題。AORN の 25 の練習問題をまだダウンロードしていない場合は、こちらから入手してください。
 PCNOR フラッシュカードゲーム。AORN モバイルアプリで利用できます。
 CNOR オンライン準備（54CH）：57 のモジュールをナビゲートするのに役立つ詳細な 15 週間の学習ガイドが含まれてお

り、各週の学習完了の推定時間枠を提供します。

What Periop Nurses are Saying about Prep for CNOR Online（周術期看護
師が CNOR オンライン準備コースについて話していること）
“The AORN prep course was worth taking. I felt well-prepared for the exam, and in hindsight,
the AORN tests were more difficult than the actual exam. This is a good thing! I also followed
the suggested schedule for taking the course and it fit well into my busy life. I have
recommended this course to colleagues.” — Jennifer Tabita-Martinez, BSN, RN, CNOR

(ASC)
「AORN の準備コースは受講する価値がありました。 試験に対する準備も万全で、今思えば、AORN のテストは実際の試験より
も難しかったと思います。これは良いことです!

また、提案されたスケジュールに従ってコースを受講したので、私の忙しい生活にもう

まくフィットしました。 同僚にもこのコースを勧めています。」 -Jennifer Tabita-Martinez、BSN、RN、CNOR (ASC)

“I found the CNOR prep course very useful! It helped me map out a study time frame, breaking everything down into
sections. It made the whole process of studying less overwhelming.” — Jennifer Kelly, BScN, RN, CNOR, RNFA
「CNOR 準備コースはとても役に立ちました! このコースは、すべてをセクションに分け、勉強の時間枠を描くのに役に立ちました。そ
れは、勉強のプロセス全体を圧倒するものではなくなりました。-Jennifer Kelly、BScN、RN、CNOR、RNFA

“I felt well-prepared after I utilized the CNOR prep offered by AORN. I have recommended this course to several
colleagues.” — Sarah Skeen, RN
「AORN が提供する CNOR 対策コースを利用した後、十分な準備ができたと感じています。私は、何人かの同僚にこのコースを
勧めました。-Sarah Skeen, RN
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