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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 に入会しましょう！会員登録で月々わずか 15.50 ドル。

What to Know about Monkeypox
AORN offers periop teams guidance for surgeries with patients who have suspected or confirmed
monkeypox. Follow standard, contact, droplet, and airborne precautions. See additional guidance
for screening, scheduling, and cleaning. » Learn more.
サル痘について知っておくべきこと
AORN は、サル痘が疑われる、あるいは確認された患者の手術について、周産期医療チームへのガイダンスを提供しています。標
準予防策、接触予防策、飛沫予防策、空気感染予防策に従ってください。スクリーニング、スケジューリング、洗浄に関するその
他のガイダンスを参照してください。»詳細はこちら。

Strategies for SSI Prevention & Incision Management
Review how incision care impacts surgical outcomes and learn best practices for reducing the
risk of surgical site infections. » Earn 1 CH with Complimentary Course.
SSI(手術部位感染）予防と切開手術管理のための戦略
切開手術のケアが手術成績にどのように影響するかを確認し、手術部位感染のリスクを低減するためのベストプラクティスを学びま
しょう。»無料コースで 1CH を獲得。

4 Common Sterile Technique Questions Answered
Refresh your knowledge on the safest approaches for maintaining sterile technique to reduce
surgical site infection. » Read more.
無菌操作に関する 4 つの一般的な質問にお答えします。
手術部位の感染を減らすために無菌技術を維持するための最も安全なアプローチについて、知識を新たにしましょう。»続きを読
む

Guideline for Sterile Technique
Periop nurses ask AORN more questions about sterile technique than any other guideline. Learn
more about positioning the surgical site and instrument tables. » Read answers to top
questions.

無菌操作に関するガイドライン
周術期の看護師は、他のどのガイドラインよりも無菌操作について AORN に多く質問しています。手術部位のポジショニングや器具台に
ついての詳細はこちら。»上位質問に対する回答を読む。

Seeking Guidance on the Topic of Wet Items
“We had a blue wrapped basin with visible water droplets inside when opened. We did not use it and
requested all basins from that autoclave run be redone. We were advised it’ OK to use others from that run.
[Told] ‘Just observe for droplets when opening’. Would appreciate your guidance. Thanks!”
Members-only Content: » See response from AORN Guidelines’ authors.
「濡れたアイテムのトピック」に関するガイダンスを求める声
「開封すると内部に水滴が見える青いラップのボウルがありました。私たちはそれを使用せず、その加圧滅菌器で使用したすべての
ボウルの再処理を依頼しました。私たちは、その加圧滅菌器で使用された他のボウルを使用しても問題ないと言われました。「開
けた時に水滴があるかどうかだけ観察してください」と言われました。ご指導をお願いします。ありがとうございました。」
会員限定コンテンツ：»AORN ガイドラインの著者からの回答をご確認ください。

Planning for Success in Total Shoulders
Augmented reality and new implant technologies are helping surgeons place implants more
precisely and effectively. » Read article.
肩関節置換術の成功のための計画
拡張現実(AR)と新しいインプラント技術は、外科医がより正確かつ効果的にインプラントを配置するのに役立っています。 »記事
を読む

Celebrate National ASC Month
Join AORN and Outpatient Surgery Magazine in thanking our ambulatory colleagues for their
dedication to safe surgery. Explore complimentary education, resources, and course discounts.
Enter weekly to win prizes! » Enter to win!
ナショナル ASC(外来外科センター)月間をお祝いしましょう
AORN および Outpatient Surgery Magazine と共に、安全な手術への献身的な取り組みを行う外来手術看護師の同僚に感
謝しましょう。無料の教育、リソース、およびコースの割引を参照してください。賞品を獲得するために毎週を入力してください »勝
つために入力しましょう。

Speaker Announcement:
RaDonda Vaught on Medical Mistake Criminalization

Ms. Vaught was convicted and criminally charged in March 2022 for a fatal medication error. Her case
shocked the healthcare community. Hear from Vaught on what she’s doing to turn her challenges into
positive change. » See event details.
スピーカーのお知らせ
RaDonda Vaught 氏：医療ミスの刑事罰化について
Vaught 氏は、2022 年 3 月、致命的な投薬ミスにより有罪判決を受け、刑事訴追されました。彼女の事件は医療界に衝撃を
与えました。自分の挑戦をポジティブな変化に変えるために、彼女が何をしているのか、Vaught 氏から話を聞いてみましょう。»イベ
ントの詳細を見る

Eliminate Toxic Formalin Exposure!
UltraSAFE: Stops formalin spills AND protects personnel. UltraSAFE, an automatic formalin dispenser,
eliminates manually pouring formalin into open containers and inhaling toxic fumes. » Learn more.
Sponsored by Milestone Medical
有毒なホルマリンの暴露をなくす!
UltraSAFE：ホルマリンがこぼれるのを防ぎ、作業者を保護します。UltraSAFE は、ホルマリン自動供給装置で、手動でホルマリン
を容器に流し込んだり、有毒ガスを吸引する必要がありません。»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
What is the main source of radiation exposure for surgical team members? » Take quiz.
クイズに答える
手術チームメンバーの主な放射線被爆源は何ですか？ »クイズに答えましょう

Need a Standardized Product Evaluation Process?
Get updated, ready-to-use tools for establishing and implementing processes for pre-purchase evaluation and
QAPI of products with Guideline Essentials. » Members access tools now.
標準的な製品評価プロセスが必要ですか？
Guideline Essentals で、製品の購入前評価と QAPI のプロセスを確立し、導入するための最新ですぐに使えるツールを入手してく
ださい。»会員の方は今すぐツールにアクセスできます。

AORN Global Surgical Conference & Expo:
Education Proposals Deadline July 31
Do you know a hot topic or challenge facing perioperative registered nurses? Are you an expert on a clinical
topic? AORN wants to hear from you. » Start application.
AORN Global Surgical Conference & Expo:
教育プロポーザルの締切は 7 月 31 日
周術期看護師が直面しているホットトピックや課題をご存知ですか？あなたは臨床トピックの専門家ですか？AORN はあなたの
意見を聞きたいと思っています。» 応募の開始

Accepting Grant Applications
In partnership with Sigma Nursing Honor Society, AORN will be accepting grant applications through Aug.
15. Funding will be announced in November. » Get information & apply.
助成金申請受付中
Sigma Nursing Honor Society の協力のもと、AORN は 8 月 15 日まで助成金の申請を受け付けています。助成金は 11 月に
発表される予定です。»詳細はこちら

Apply Now for AORN Fellowship
Applications are now being accepted through midnight (MT) on Sept. 25, 2022. Learn more about the
process and qualifications and apply. » Login to apply.
AORN フェローシップに今すぐ応募
2022 年 9 月 25 日午前 0 時（米国山地標準時間 MT）までの間、応募を受け付けています。 プロセスや資格について詳しく知
り、応募してください。»ログインして応募

Want an Easier Way to Support Nurses?
Extend your support by becoming a sustaining donor. Instead of giving one lump sum, spread your support
to a monthly gift of $5 or $10 (or more). Your donation will automatically be charged to your credit card.
It’s a simple way to support the nurses who make surgery safe. » Set up a gift today.
看護師を支援する簡単な方法をお探しですか？
持続的な寄付をすることで、看護師への支援を拡大することができます。一括で寄付する代わりに、毎月 5 ドルまたは 10 ドル（ま
たはそれ以上）の寄付をすることで、支援の輪を広げることができます。寄付金は自動的にあなたのクレジットカードに請求されま
す。手術を安全に行う看護師を支援する簡単な方法です。»今すぐ寄付を設定。

AORN EVENTS & RESOURCES（AORN イベント及びリソース）
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
9/14

Outfitting Your ASC for Efficiency: Planning for Expansion
Webinar | 1 CH | Sponsored by Getinge
ASC(外来手術センター）を効率的にするための方策： 拡張のための計画
ウェビナー| 1 CH |Getinge 社

9/15,9/20,
9/22

ASC Academy: Prep for Infection Prevention
Certification
Virtual Live | 14 CH |Sponsored By 3M

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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