Participate in the 2022 Salary Survey
Help inform perioperative nurse employment and compensation levels.
AORN’s 20th Annual National Salary Survey has arrived, and we are asking perioperative
professionals to help us understand the many factors that influence perioperative nurse
compensation, including:
 Facility setting and role
 Degree and certifications
 Work experience
 Geographical regions
 Benefits and job satisfaction

2022 年 AORN 給与調査への参加のお願い
周術期看護師の雇用と報酬水準に関する情報提供にご協力ください。
AORN の第 20 回全国給与調査が届きました！周術期看護師の報酬に影響を与える以下のような多くの要因を理解するため
に、周術期専門家にご協力をお願いします。
 施設環境と施設での役割
 学位と資格
 職務経験
 地理的な情報
 福利厚生と仕事の満足度

Through this survey, AORN has provided invaluable data about careers in the perioperative
industry. Nursing leaders indicate the AORN Salary Survey is used as a benchmark tool to assess
compensation levels. Your participation is paramount to the success of this survey. The survey
should take approximately 15 minutes and will be available online through June 30, 2022.
AORN は、この調査を通じて、周術期のキャリアに関する貴重なデータを提供する予定です。看護職のリーダーたちは、AORN 給
与調査が報酬レベルを評価するベンチマークツールとして使用することを指しています。この調査を成功させるためには、皆様のご
協力が不可欠です。調査は約 15 分程度で終了し、2022 年 6 月 30 日までオンラインでご利用いただけます。

Gift Card Drawing – 6 winners selected to receive gift cards from $100 to $500
Participants who submit a completed survey will have the option to enter into a gift card drawing:
 $500 Gift Card – One winner selected
 $250 Gift Card – Two winners selected
 $100 Gift Card – Three winners selected

Winners will be selected and notified directly by AORN by July 6, 2022.
ギフトカード抽選会 - 抽選で 6 名様に 100 ドルから 500 ドルのギフトカードをプレゼントします。

アンケートにお答えいただいた方は、ギフトカードの抽選に参加することができます。
 500 ドル ギフトカード - 抽選で 1 名様
 250 ドル ギフトカード - 抽選で 2 名様
 100 ドル ギフトカード - 抽選で 3 名様

当選者は、2022 年 7 月 6 日までに AORN から直接通知されます。

All survey responses are confidential and will be reported only in the aggregate. You may
withdraw from the survey at any time. Look for the complete 2022 Salary Survey results as well as
an updated compensation calculator in the December 2022 AORN Journal.
アンケートの回答はすべて機密情報であり、集計のみ報告されます。この調査は、いつでも中止することができます。2022 年
AORN 給与調査結果の全容と最新の報酬計算機は、2022 年 12 月の AORN ジャーナルをご覧ください。



外来 リーダーシップコース
登録開始!
»6 月 30 日までに登録すると割引

Dear Perioperative Professional,
Introducing AORN’s new ASC Academy: Leadership Development – specifically designed to help
ambulatory administrators. This course will:
 Review and hone the leadership and management skills required to run a successful outpatient

surgery center.
 Improve your ability to navigate complexities of ASC patient care, regulatory, accreditation,

financial, and operational challenges.
 Provide you performance improvement models and tools across your areas of responsibility.
 Get best practice questions answered by outpatient periop experts.

周術期専門家 各位
AORN の新しい ASC アカデミーをご紹介させていただきます。リーダーシップ開発 - 特に外来外科管理者のために設計されてい
ます。このコースでは、以下のことを行います。
 ASC(外来外科センター)を成功させるために必要なリーダーシップとマネジメントスキルを学び、スキルを磨きます。

 ASC(外来外科センター)の患者ケア、規制、認定、財政、および運用上の課題の複雑さをナビゲートする能力を向上さ

せます。
 ご自身の責任分野でのパフォーマンス向上モデルとツールを提供
 外来手術の専門家がベストプラクティスについての質問に回答

Earn 22.7 CH while you learn from 11 online modules, five on-demand webinars, and a virtual-live panel
discussion with Q&A. This program is approved for up to 18.5 hours of AEUs and up to 5.0 hours of
IPCHs by BASC Provider #0102.
11 のオンライン・モジュール、5 つのオンデマンド・ウェビナー、および Q&A を含む仮想ライブ・パネル・ディスカッションなどを通じて学
習しながら、22.7CH を獲得することができます。このプログラムは、BASC プロバイダ＃0102 によって、AEU（管理教育単位）の
18.5 時間のクレジットと IPCH(感染予防コンタクトアワー)の 5.0 時間の取得が承認されています。

Claim your 10% discount by June 30th
Use code B8611PPMH at checkout.
To register and view course details, use the button below
6 月 30 日までに登録いただくことで、10％割引を申請してください。
チェックアウトの際、キャンペーンコード「B8611PPMH」を使用してください。
登録とコースの詳細については、以下のボタンを使用してください。
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