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重要な会員向けリソースにアクセスすることができます。»今すぐ AORN に入会しよう！会員登録で月々わずか 15.50 ドル。

New Recommendation:
Guideline for Product Evaluation
The recently revised Guideline for Product Evaluation recommends new actions to establish a
quality assurance and performance improvement process. » Here’s how.
新規推奨事項
製品評価に関するガイドライン
このたび改訂された「製品評価ガイドライン」では、品質保証・性能向上プロセスを確立するための新たなアクションを推奨しています。»
その方法をご紹介します。

5 Big Changes for Product Evaluation Practices
Updates focus on inviting all key stakeholders in decision-making, regulatory safety checks,
regulatory guidance on sharps and respiratory protection, interoperability and security, and
clinical performance testing when seeking to save money. » Read now.
製品評価実践のための 5 つの大きな変化
このアップデートでは、意思決定におけるすべての主要な利害関係者の参加、規制上の安全性チェック、鋭利なものや呼吸保護
に関する規制ガイダンス、相互運用性とセキュリティ、コスト削減を求める場合の臨床性能試験に焦点が当てられています。»今
すぐ読む

Nursing Documentation: Strategies to Alleviate the Strain
Understand what contributes to the electronic health record burden on nurses. Hear success stories
from a panel who has lightened the load to improve staff satisfaction. Earn 1.75 CH. » Stream
now.
看護ドキュメンテーション：負担を軽減するための戦略
電子カルテが看護師の負担になる原因を理解しましょう。スタッフの満足度を向上させるために、負担を軽減したパネルから成功
談を聞くことができます。1.75CH 獲得。»今すぐストリームを確認

Planning for Success in Total Shoulders
Surgeon skill, advanced pain management and dedicated care teams are allowing patients to
recover safely at home on the day of surgery. » Read article.
肩関節置換術の成功のための計画
外科医のスキル、高度な疼痛管理、献身的なケアチームにより、患者は手術当日に自宅で安全に回復することができるようにな
っています。»記事を読む

Infection Control Case Study: Flexible Endoscopes
Avoiding an Outbreak Involving a Multi-Drug Resistant Organism: View lessons learned in
this complimentary case study. » Download now.
感染対策のケーススタディ： フレキシブル内視鏡
多剤耐性菌によるアウトブレイクを回避する。この無料のケーススタディで学んだ教訓をご覧ください。»今すぐダウン
ロード。

New Lower Inflation-busting Price
You won’t get a better value on a professional conference. Don’t miss this opportunity to
connect with peers from top ambulatory and outpatient hospital settings. AORN members save
an additional $50. » Register today.
インフレを吹き飛ばす新低価格
これほどお得な専門家向けカンファレンスは他にありません。この機会をお見逃しなく！外来および外来病院のトップレベルの同業
者と交流することができます。AORN 会員はさらに 50 ドルの割引があります。»今すぐご登録ください。

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
消毒ケアのスタンダードの向上

BD ChloraPrep™と BD PurPrep™のスキンプレップ製品のポートフォリオは、完全無菌による患者ケアの向上を目指しています、信
頼できる二重処方の無菌溶液と無菌アプリケーター。»詳しくはこちら
協賛：BD 社

[Webinar] Cure Case Duration Inaccuracies
Listen to this IMO webinar, where experts will discuss how an organized and detailed surgical dictionary
can help improve both operating room efficiency and case duration accuracy. » Watch webinar.
Sponsored by Intelligent Medical Objects
[ウェビナー]症例期間の不正確さを治す
この IMO 社のウェビナーをお聞きください。専門家が、整理された詳細な手術用辞書が、手術室の効率と症例期間の正確さの
両方を向上させるのに役立つことを説明します。»ウェビナーを見る
協賛：Intelligent Medical Objects 社

Take Our Quiz
A perioperative RN who is monitoring a patient receiving moderate sedation should assess the
patient’s depth of sedation using which validated assessment tool? » Take quiz.
クイズに答える
意識下鎮静を受けている患者をモニタリングしている周術期 RN は、どの有効な評価ツールを用いて患者の鎮静の深さを評価す
る必要があるでしょうか？ »クイズに答えましょう

Verify Your AORN Account to Enter to Win $200
Log in to your My AORN account: Review your member profile to ensure it’s up to date and
you’ll be automatically entered to win a $200 Visa gift card! » Verify your account by July 31.
Not a member? » Join today for just $15.50 per month.
AORN アカウントを確認し、$200 を獲得するために応募ください。
My AORN アカウントにログインしてください。会員プロフィールが最新であることを確認すると、200 ドルの Visa ギフトカードが当たる
キャンペーンに自動的に応募できます。» 7 月 31 日までにアカウントを確認してください。
会員でない？ »月々わずか$15.50 で今すぐご入会いただけます。

Revised Guideline for Minimally Invasive Surgery:
Public Commenting Open Until Aug. 1

Comments Needed: Support the development of this guideline that applies to MIS procedures.
Guideline addresses distension media used during endoscopic surgery, hybrid operating rooms,
magnetic resonance imaging, navigation-guided procedures, and robotic-assisted surgery. »
Review and comment.
最小侵襲手術のガイドライン改訂。
8 月 1 日までパブリックコメント募集中
要コメント：MIS 手術に適用される本ガイドラインの作成をサポートください。内視鏡手術、ハイブリッド手術室、磁気共鳴画像、
ナビゲーション誘導手術、ロボット支援手術で使用される膨張剤を扱うガイドライン。»レビューとコメント

Periop Life:
Can Physical Changes Create Calmer, Less Distracted ORs?
Cleveland Clinic researchers studied how perioperative team members were affected by working
in an OR designed for tranquil patient experiences. They discovered three simple changes every
OR can make. » Read blog now.

Periop Life:
物理的な変化により、より静かで集中できる手術室が実現できるか？
クリーブランド・クリニックの研究者たちは、患者を静かに迎えるために設計された手術室で働くことが、周術期のチームメンバーにど
のような影響を与えるかを調査しました。その結果、どの手術室でもできる 3 つの簡単な変更が発見されました。»今すぐブログを
読む

AORN Global Surgical Conference & Expo:
Deadline Extended for Session Proposals
AORN is seeking proposals for clinical best practices, sustainability/greening the OR, growing
and developing teams, educator resources, and ambulatory surgery issues. Deadline extended
through July 31. » Learn more.
AORN Global Surgical Conference & Expo
セッション提案の締切を延長
AORN は、臨床のベストプラクティス、持続可能性/OR の緑化、チームの成長と開発、教育者のリソース、および外来手術の問
題についての提案を求めています。締め切りは 7 月 31 日まで延長されました。»詳細はこちら。

AORN Fellowship Applicant Webinar
Still Time to Register for Event: July 14 5pm MT
Join AORN leaders and Fellows of AORN to learn how you can create an effective application
for AORN Fellowship (FAORN). » Register now.
AORN フェローシップ申請者向けウェビナー
登録はまだ間に合います。7 月 14 日午後 5 時（US 山岳部標準時）
AORN のリーダーや AORN のフェローと一緒に、AORN フェローシップ（FAORN）の効果的な申請書を作成する方法について学び
ましょう。»今すぐ登録する。

Is Your Company A Match Maker?
Does your company offer matching gift programs to encourage employee philanthropy? Some
companies also match gifts from spouses and retirees. Support the nurses who make surgery safe.
Contact your HR department to see if they offer a matching gift program. » Learn more about
AORN Foundation.

あなたの会社はマッチメーカー（企業や団体が寄付を募り、寄せられた金額に企業が一定の割合で増額を行って寄付をする方
法）ですか？
あなたの会社では、従業員の慈善活動を奨励するために、マッチング・ギフト・プログラムを提供していますか？また、配偶者や退
職者からのギフトにマッチングする企業もあります。手術を安全に行う看護師を支援しましょう。人事部に連絡し、マッチングギフトプ
ログラムを提供しているかどうかを確認しましょう。»AORN 財団についてもっと知る。

AORN EVENTS & RESOURCES（AORN イベント及びリソース）
7/26

People and Process: Using Data to Enhance Operations
Live Webinar | 1 CH | Sponsored by AORN Syntegrity

手術看護師とプロセス: オペレーションを強化するためのデータ活用
ライブウェビナー| 1 CH | AORN Syntegrity 後援

8/4

Peer-to-Peer Solutions: Fine-Tuning a Healthy Workplace
Discussion | 1 CH | Sponsored by Intuitive, 3M and Stryker

ピアツーピア・ソリューション： 健康的な職場の実現に向けたファインチューニング
ディスカッション｜1CH｜Intuitive 社、3M 社、Stryker 社主催

8/31

Advocating for Interoperability in the OR
Live Webinar | 1 CH | Sponsored by AORN Syntegrity

手術室における相互運用性の提唱
ライブウェビナー| 1 CH | AORN Syntegrity 後援
9/15,9/20, ASC
9/22

Academy: Prep for Infection Prevention Certification
Virtual Live | 14 CH

ASC アカデミー: 感染予防の認定資格取得のための準備
仮想ライブ| 14 CH

9/29-10/1 OR Excellence: Outpatient Surgery Conference
Hyatt Regency Orlando | Orlando, FL

OR Excellence: 全米外来手術会議
Hyatt Regency Orlando｜Orlando フロリダ
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