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抄　録

　助産師学生の卒業時の到達度が 50％とされる会陰保護技術に関して，助産師学生が習得困難であると感じる

具体的な手技の詳細を明らかにし，困難さの要因を探ることを目的とした。助産師学生 19 名を対象に，会陰保

護技術を構成する具体的な手技について困難さを感じるかどうか，またなぜ困難と感じるかを半構成的面接に

よって調査を行い，Krippendorff の内容分析を用いて分析した。その結果，ほとんどの助産師学生が会陰保護技

術のうち児頭娩出と前在肩甲娩出の手技が困難と答え，その要因は 4 つのカテゴリー，【会陰保護技術の構成要

素を体得する難しさ】，【同時に複数の事を行う難しさ】，【演習と臨地実習との乖離】，【振り返りながら実践を進

める難しさ】に分類された。本研究では，会陰保護技術の習得を妨げる要因を学生の視点から明らかにし，演習

の改善や指導用ガイドライン策定に具体的な示唆を得た。
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１　緒言

　我が国の助産師教育は様々な機関で行われており， 
助産師教育指定規則によって，実習で 10 回程度の分

娩介助を行うよう定められている。欧米の先進諸外国

の助産師教育の実習では 20 ～ 40 回と規定 1) されてい

ることと比較すると，日本ではそれより半数以下の回

数での習得が望まれていることになる。しかも卒業時

には「少しの助言で自立してできる」，というレベル

が要求されている 2)。さらに，助産師は開業権を所有

しており 3)，新卒助産師といえども安全な助産業務を

遂行する能力が求められる。

　助産師は分娩の経過に伴い様々な手技を行う。この

一連の手技を分娩介助技術と言い，この過程の中には

会陰保護技術が含まれる。この技術は助産師が左右の

手を使って，胎児の娩出速度や方向を調整しながら児

の頭から体幹までを娩出させる手技である。これによ

り，母体の会陰の損傷を防ぎ児の安全な娩出を図るた

め，この手技を習得していない助産師は母体と児へ直

接的かつ重大な影響を与える可能性がある。このよう

に会陰保護技術は助産師にとって最も重要な分娩介助

技術の一つとみなされるにもかかわらず，以前から助

産師学生（以下，学生と記載）の弱点の一つである

と指摘されてきた 4)。直近の調査でも卒業時到達度は

50％に過ぎないと報告されている 5)。助産師教育は教

育機関によって修業年数，カリキュラム，実習病院等

の違いがあるものの，この到達度には教育機関による

差はないと言われるため 6)，会陰保護技術の到達度の

低さは今日に至るまで学生共通の問題であろう。これ

まで教員側からの視点では学生の会陰保護技術の習得

の低さについて度々報告されてきたものの 4, 7, 8)， 一連

の会陰保護技術のうち学生が実践的に難しいと感じて

いる手技はどれか， あるいはまたそれらを困難に感じ

る理由は何かについて， 学生の視点からの解析はほと

んど行われて来なかった。会陰保護技術の到達度向上

のために具体的な改善策を得るには， 教員のみならず

学生の立場からの問題点の掘り起こしが必須であると

考えられた。

　そこで本研究では，学生の視点から学生が習得困難

と感じる会陰保護技術の具体的な手技を明らかにし， 
その困難さの要因を探ることを目的とした。本研究で

得られる示唆は学内演習や臨地実習等における学生指

導法に新たな示唆を与え， 最終的には学生の会陰保護

技術の卒業時到達度を高め，新卒助産師の実践力を向

上させることに寄与することが期待される。

２　研究方法

2.1　対象者

　助産師養成課程に在籍し，看護師として臨床経験が

ない，分娩介助実習を終了した学生を対象とした。養

成課程には全助産師教育機関の約 7 割を占める大学専

攻科， 大学学部，大学院 9) をいずれか 1 校ずつ含める

こととした。

2.2　調査期間

　2016 年 11 月～ 2017 年 2 月

2.3　調査方法

　中国地方の A 県と B 県に立地する助産師教育機関

4 校に文書と口頭で研究依頼と学生の選定を依頼し

た。紹介を得た学生 19 名に文書と口頭で研究依頼を

行い，19 名全員から同意を得られた。学生には面接

時に再度文書と口頭で説明を行った後，同意書に自署

してもらった。調査は半構成的面接法により学生が所

属する教育機関で実施した。調査時，口頭による説明

が難しい場合は，分娩介助シミュレーター（ソフィー，

日本ライトサービス社）を用いて手技の再現を行って

もらった。手技の再現後，手技の意図を口頭で学生に

確認した。面接内容は学生の同意を得て録音・録画（シ

ミュレーターを用いた場合のみ）した。面接は学生個々

のペースに合わせて実施したが，1 人 1 時間半以内で

終了するように留意した。

2.4　調査内容

　調査時，学生に年齢，分娩介助件数，実習前の分娩

介助シミュレーション実施回数，実習施設数を紙面に

記載してもらった。調査ではインタビューガイド（表

1）を用い，会陰保護過程の細目毎に難しいと感じた

ことがあるかどうかを質問した。あると答えた学生に

はその理由を聞いた。インタビューガイドは県立広島

大学助産専攻科の分娩介助技術評価表をもとに作成

し，会陰保護過程を児頭娩出，前在肩甲娩出，後在肩

甲娩出，体幹娩出の 4 つに区分した上で，さらにそれ

ぞれを具体的な手技毎に細目として分類した。

表 1　インタビューガイド
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2.5　分析方法

　インタビューガイドの 4 区分毎に難しいと感じた学

生の割合を算出し，割合の高い項目を Krippendorff の

内容分析 10) により分析した。調査内容は逐語録を作

成し，逐語録からインタビューガイドの各細目におい

て，難しいと感じた理由が表現された文脈の手技に関

する部分を抽出してコード化した。次に，コードを集

め，内容の類似性に従って分類し，抽象化の作業を得

てサブカテゴリー化した。その後，その意味表現の同

質性，異質性に基づき集約，分類し，カテゴリー化を

行った。

　妥当性の確保のため，データ分析は看護学領域の専

門家からスーパーバイズを得ながら，研究者間でカテ

ゴリー分類や命名の精選を繰り返し検討した。信頼性

の確保のため，本研究に関与していない助産学分野の

研究者に協力を依頼し，スコットによる一致率を算出

した。

2.6　倫理的配慮

　学生には本研究の趣旨とともに匿名性を遵守するこ

と，拒否しても不利益を生じることはないこと，本研

究協力への諾否は成績とは無関係であることを口頭と

文書で説明した。本研究は県立広島大学研究倫理委員

会の承認（承認番号 第 16MH037 号）を得て実施した。

３ 結果

　研究協力の得られた学生 19 名のインタビュー内容

を分析対象とした。学生の属性を表 2 に示す。

3.1　学生が難しいと感じた会陰保護過程

　学生が難しいと感じた会陰保護過程とその人数，割

合を表 3 に示す。児頭娩出は 19 名中 18 名，前在肩甲

娩出は全員，後在肩甲と躯幹娩出は 19 名中 11 名が難

しいと感じたことがあると答えた。よって，本研究で

は児頭娩出と前在肩甲娩出に絞って内容分析を行っ

た。

3.2　内容分析

　学生 19 名から児頭娩出に難しいと感じた理由は 4
カテゴリー，12 サブカテゴリーに分類され，36 コー

ド（記録単位数 97）が抽出された（表 4）。前在肩甲

娩出に難しいと感じた理由は 4 カテゴリー，7 サブカ

テゴリーに分類され，21 コード（50 記録単位数）が

抽出された（表 5）（表 4，5 の記録単位数は重複回答

である）。児頭娩出と前在肩甲娩出において 4 カテゴ

リーはすべて共通し，サブカテゴリーでも共通項が多

かったが， 一部は児頭娩出， 前在肩甲娩出各々に特有

の難しさがあった。児頭娩出の一致率は 89％，前在

肩甲娩出は 91％であった。本研究ではカテゴリーを

【　】，サブカテゴリーを＜　＞，コードを [　] で示す。

以下，カテゴリー毎に詳細を記す。

3.2.1　【会陰保護技術の構成要素を体得する難しさ】

　このカテゴリーでは，児頭娩出と前在肩甲娩出に共

通したサブカテゴリーは＜力の強さを体得する難しさ

＞＜力を入れる方向を体得する難しさ＞の 2 つに分類

された。児頭娩出特有のサブカテゴリーは＜力を入れ

る場所を体得する難しさ＞＜力を入れるタイミングを

体得する難しさ＞＜手の置き方を体得する難しさ＞

の 3 つに分類された。前在肩甲娩出特有のサブカテゴ

リーは＜前在肩甲娩出の長さを体得する難しさ＞のみ

であった。サブカテゴリー＜力の強さを体得する難し

さ＞は，児頭娩出は 6 コード，前在肩甲娩出は 5 コー

ドが抽出された。児頭娩出は 19 名中 17 名以上，前在

肩甲娩出は 19 名中 12 名以上の学生は，児頭娩出と前

在肩甲娩出において，手技の際にどのくらいの力を加

えて良いのかわからずにいた。サブカテゴリー＜力を

入れる方向を体得する難しさ＞は，児頭娩出は 1 コー

ド，前在肩甲娩出は 2 コードが抽出された。学生は児

頭娩出と前在肩甲娩出において，左右の手の力を加え

る方向がわからずにいた。サブカテゴリー＜力を入れ

る場所を体得する難しさ＞は児頭娩出のみ 1 コードが

抽出された。19 名中 10 名の学生は，児頭娩出では会

陰保護をしている右手の力を入れる場所がわからずに

いた。サブカテゴリー＜力を入れるタイミングを体得

する難しさ＞は児頭娩出のみ 1 コードが抽出された。

表 2　助産師学生の属性　(n=19)   

A 5 22.6 0.49 10.8 14.2 7.1 1.6 0.49
B 5 23 0 10.4 0.49 30 6.7 1.6 0.8
C 5 22.2 0.98 10 0 40 11.0 1 0
D 4 23.7 0.43 10 0 5.25 1.09 3 0

表 3　助産師学生が難しいと感じた会陰保護過程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(n=19)

18 95
19 100
11 58
11 58
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表 4　助産師学生が児頭娩出に難しいと感じた理由   (n=18)
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学生は児頭娩出では左手を児頭に置くタイミング，力

を入れるタイミングがわからずにいた。サブカテゴ

リー＜手の置き方を体得する難しさ＞は児頭娩出のみ

3 コードが抽出された。学生は児頭娩出では左右の手

の置き方がわからずにいた。サブカテゴリー＜前在肩

甲娩出の長さを体得する難しさ＞は前在肩甲娩出のみ

1 コードが抽出された。学生は前在肩甲娩出では肩甲

を娩出する長さがわからずにいた。

3.2.2　【同時に複数の事を行う難しさ】

　このカテゴリーでは，児頭娩出と前在肩甲娩出に共

通したサブカテゴリーは＜複数の手技を同時に行う難

しさ＞のみであった。児頭娩出特有のサブカテゴリー

は＜手技と周囲への配慮を同時に行う難しさ＞のみで

あった。肩甲娩出特有のサブカテゴリーはなかった。

サブカテゴリー＜複数の手技を同時に行う難しさ＞

は，児頭娩出と前在肩甲娩出ともに 1 コードが抽出さ

れた。19 名中 14 名以上の学生は，左右の手をそれぞ

れ違う強さで，違う方向に同時に動かすことに困難を

感じていた。サブカテゴリー＜手技と周囲への配慮を

同時に行う難しさ＞は児頭娩出のみ 1 コードが抽出さ

れた。学生は手技と同時に，会陰や児の健康状態の観

察，産婦との関わりを持つ複雑さに困難を感じていた。

3.2.3　【演習と臨地実習との乖離】

　このカテゴリーでは，児頭娩出と前在肩甲娩出に共

通したサブカテゴリーは＜演習と実習における状況の

違いによる戸惑い＞＜指導者の違いによる戸惑い＞

の 2 つに分類された。児頭娩出特有のサブカテゴリー

は＜シミュレーターによる再現性の限界＞のみであっ

た。肩甲娩出特有のサブカテゴリーはなかった。学生

は学内で演習を行った後，臨地実習に臨む。学生は演

習と実際との違いに戸惑いを感じ，演習の限界を感

じている内容であった。サブカテゴリー＜演習と実習

における状況の違いによる戸惑い＞は，児頭娩出は 8
コード，前在肩甲娩出は 7 コードが抽出された。学生

表 5　助産師学生が前在肩甲娩出に難しいと感じた理由　（n=19)
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は他者や分娩進行による影響を受け，実際の産婦や児

の娩出力，速度，状況の違いに戸惑いを感じていた。

サブカテゴリー＜指導者の違いによる戸惑い＞は，児

頭娩出は 2 コード，前在肩甲娩出は 3 コードが抽出さ

れた。学生は学内と実習施設との手技の違い，臨床指

導者間の指導内容の違いに戸惑いを感じていた。サブ

カテゴリー＜シミュレーターによる再現性の限界＞は

児頭娩出のみ 3 コードが抽出された。シミュレーター

による演習では，実際の会陰保護時の力加減と手の当

て方，会陰保護中に感じる心理状態を学ぶことは出来

ないと学生は感じていた。

3.2.4　【振り返りながら実践を進める難しさ】

　このカテゴリーでは，児頭娩出と前在肩甲娩出に共

通したサブカテゴリーは＜自分が行う手技に対する認

識の低さ＞のみであった。児頭娩出特有のサブカテゴ

リーは＜自分が行う手技の妥当性への確信の低さ＞の

みであった。肩甲娩出特有のサブカテゴリーはなかっ

た。サブカテゴリー＜自分が行う手技に対する認識の

低さ＞は，児頭娩出は 6 コード，前在肩甲娩出は 2 コー

ドが抽出された。学生は臨地実習において，振り返り

不足の現状があり，学生自らが行う手技に関して他者

からの指摘，助言がない学生は内省まで至らない傾向

にあった。サブカテゴリー＜自分が行う手技の妥当性

への確信の低さ＞は，児頭娩出のみ 3 コードが抽出さ

れた。内省可能な学生は自らが行う手技の妥当性に疑

問を持ちながら，疑問を解決する機会と方法を見つけ

られずにいることが伺えた。

４ 考察

　本研究は，学生の卒業時の到達度が 50％とされる

会陰保護技術に関して，学生 19 名を対象に習得困難

であると感じる具体的な手技の詳細を明らかにし，困

難さの要因を探ることを目的に行った。半構成的面接

によって調査を行い，内容分析を用いて分析した結果，

ほとんどの学生が会陰保護技術のうち児頭娩出と前在

肩甲娩出の手技が困難と答え，その要因は 4 つのカテ

ゴリー，【会陰保護技術の構成要素を体得する難しさ】，

【同時に複数の事を行う難しさ】，【演習と臨地実習と

の乖離】，【振り返りながら実践を進める難しさ】に分

類された。本研究の遂行により，初めて学生の視点か

ら会陰保護技術の習得困難と感じる技術要素とその困

難さの要因を明らかにすることができた。本研究で得

られた具体的な示唆は，学内演習等の指導法の改善や

新たな視点での教育法開発に貢献することが期待され

る。

4.1　会陰保護技術の構成要素を体得する難しさ

　本研究では，会陰保護技術のうち児頭娩出は 95％

の学生，前在肩甲娩出は全員の学生が困難さを感じて

いた。児頭娩出の全 97 コード中 51 コード，前在肩甲

娩出の全 50 コード中 29 コードが会陰保護技術を構成

する要素であることから，困難さを感じる最大の要因

は，会陰保護技術を構成する要素の一つ一つを明確に

体得できていないためであることが明らかになった。

学生が困難と感じる技術要素には，手が加える力の強

さ，力を入れる場所・方向・タイミング，手の置き方

など，多岐にわたる手指の感覚に関することが含まれ

ていた。このことは，堀内ら 4) が行った指導者側の視

点での分析結果と一致する。堀内らによると，指導者

全評価記述内容のうち最も多く指摘されていたのは

「会陰保護ができないこと」であり， 具体的には，右

手による圧の調節ができない，左手の置き方が不適切， 
肩甲娩出時における力の入れ方が弱いまたは方向が不

適切，速度調節ができないなどの項目であった。

　会陰保護技術は，現行の教科書および分娩介助に関

する参考書 11-15) に手順などが記載されてはいるもの

の，中川が指摘するように 16) 手技の詳細を具体的に

示したものは見当たらず，その記述も曖昧な表現に留

まっている。実際の演習や臨地実習で教員や臨床指導

者が会陰保護技術を教授する際，教科書や参考書の内

容を具体化して指導するものの，教育機関や実習施設

毎あるいは指導者毎に具体化の内容や表現には相違が

見られる。また，そもそも，助産師の手技を表現する

ための手の動きや手掌・個々の指にかかる圧力などの

感覚は言葉では表現しにくく，熟練者による卓越した

技があっても，それを再現し，学生に伝え，学生が体

感することは難しい。現況では学生自ら実習を重ねな

がらこれらの感覚を体得していくしかない。堀内ら 4) 

は会陰保護技術のような複雑な技術の習得は， 指導者

の助言をもとに自分で「コツ」をつかむことが必要に

なってくると述べたが，その現状は今日でも変わって

いない。しかしながら，限られた分娩介助数の中で学

生の技術到達度を上げるためには， 助産師の手技の詳

細を具体化する努力，あるいは客観的な指標を用いて

表現する試みなどが助産学教育・研究分野での急務と

なろう。残念ながらまだその分野への貢献例は少ない

が，唯一，中川が，実際に分娩介助を行った助産師か

ら肩甲娩出時および会陰保護時に両手掌にかかる圧力

値を左右別，手掌の区分別に詳細に収集し，いわゆる

「熟練の技」を数値で表現する試みを行ったことは注

目に価する 16, 17)。

4.2　同時に複数の事を行う難しさ

　堀内ら 4) は，多くの学生は会陰保護の中で左右の手

の協調ができないことをすでに指摘していた。本研究

でもカテゴリー【同時に複数の事を行う難しさ】で示

したように，周囲の動的状況にも気を配りながら，し

かも左右の手を同時に異なる使い方をしなければなら
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ないことに学生は困難さを感じていることが明らかに

なった。4.1 でも述べたように 個々の技術要素の詳細

を十分体得できないまま，分娩進行のダイナミクスに

合わせて左右の手技をコーディネートさせるのが困難

であることは容易に推察できる。

4.3　演習と臨地実習との乖離

　学生を教育する立場にあるのは教員と臨床指導者で

ある。本研究では，[ 学内と実習先で教わる手技が違

う ] [ 臨床指導者によって言うことが違う ] 等のコー

ドが示すように教育機関，実習施設，臨床指導者によっ

て指導内容に特徴や相違が存在し，それによって学生

が戸惑いを感じていることが明らかとなった。学生と

共に分娩介助を行う臨床指導者は， 「担当する領域に

ついて相当の学識経験を有し，かつ，原則として（中

略）実習指導者講習会又はこれに準ずる（中略）研修

を受けたものであること」2) と定められている。しか

し，講習会又は研修を受講した臨床指導者は半数であ

り，臨床指導者の約 6 割は指導モデルとなる助産師が

存在しないことが報告されている 18)。このような現状

にある臨床指導者が，助産学教育の概要を理解し，臨

地実習で学生の学びを的確にサポートする能力を習得

するには，適切な指導用ガイドラインの存在が必要と

なろう。現在，指導用ガイドラインを導入・活用して

いる教育機関は存在するが，活用実態はまだ把握され

ていない 19)。統一された指導用ガイドラインを提示す

ることにより，臨床指導者に臨地実習の目的や教育手

法の理解を促進させる。そして，学生，教員，臨床指

導者の 3 者が臨地実習の目標を共有しながら，限られ

た分娩介助数の中で学生の実践能力を高める努力をし

ていく必要があろう。

　日本の会陰保護技術の実践的な教授は，明治初期か

ら母体の骨盤部分と胎児および胎児付属物からなるシ

ミュレーターを用いて行われてきた 20)。素材等の違い

はあるが，現代においても教授方法は同じである。シ

ミュレーターを用いる演習の教育効果は，分娩介助技

術の向上と分娩介助に対する心理的準備に寄与すると

報告されてきたが 21)，様々な課題も指摘されてきた。

例えば，シミュレーターでは実際の娩出速度を再現で

きないと言われている 21)。本研究においては，会陰保

護の手順に関するコードは抽出されず，分娩介助を自

ら行うことに関する心理状態のコードも少ないことか

ら，シミュレーターを用いる演習に一定の教育効果は

あると推察された。しかし，[ 想像以上に児が強く速

く出てくる ] 等のコードから，シミュレーターを用い

る演習には限界があることが伺えた。これらのことか

ら，従来からのシミュレーターを用いる演習は，手順

の習得には適するが，手技の習得のためのツールとし

ては不十分であることが示された。近年，医学教育で

は実践的な手技の習得のため，virtual reality（VR）を

利用したシミュレーターが開発され，大学医学部を中

心に導入されている 22)。10 回の分娩介助で技術習得

が望まれる助産師教育では，従来のシミュレーター演

習と実習による技術習得には限界がある。出生数の減

少に伴う分娩施設の集約化等に伴い，実習施設の確保

が困難な現状も鑑みると，助産師教育の現場でも VR
シミュレーターの開発など新たな技術を用いた演習シ

ミュレーターの開発が急務ではないかと考えられた。

4.4　振り返りながら実践を進める難しさ

　カテゴリー【振り返りながら実践を進める難しさ】

では，手技に対する学生の認識を明らかにすることが

出来た。分娩前後の学生は緊張状態にあることが明ら

かにされており 23)，コード [ 気が付いたら赤ちゃんが

生まれていた。よく覚えていない ]，[ 右手の会陰保

護をどうしていたのか覚えていない ] が出てくるのは

仕方がないことであろう。高島ら 8) が指摘したように， 
はじ めて分娩介助を学ぶ 学生は分娩進行のタ イナミッ

クスさについていくことができず，大きなリアリティ

ショックを感じ やすい。しかし本研究では， [ 指導さ

れたことがないから考えたことがない ] 等のコードが

示すように，自らが行う手技を振り返る機会がない

学生や，[ やっていることが正しいのか疑問に思いな

がらやっていた ] 等のコードが示すように，自らが行

う手技の妥当性に疑問を持つが，疑問を解決する方法

を見つけられずにいる学生がいることが明らかになっ

た。自らが行う手技を振り返る機会のない学生に対し

ては，分娩介助後に手技に対する適切な評価の必要性

が示唆された。また，疑問を解決する方法を見つけら

れずにいる学生には，臨床指導者が手技の妥当性を言

語化し，学生の思考を整理する必要があろう 24)。しか

し，臨床指導者の 7 割は業務と兼務しており 25)，丁寧

な振り返りの時間を確保しにくい現状にある。一方で，

分娩介助実習は夜間・休日に行われる事があり，複数

の施設に学生を分散させて運営しなければならない実

態があることから，教員は学生指導を臨床指導者に委

せざるを得ない現状にもある 26)。このように，教員と

臨床指導者それぞれの立場で学生教育に時間的な制約

を持つが，学生の資質向上に向け，タイムリーなフィー

ドバックを学生に行う必要性を再認識すべきであろ

う。

５ 結論

　学生の卒業時の到達度が 50％とされる会陰保護技

術に関して，学生が習得困難であると感じる具体的な

手技の詳細を明らかにし，困難さの要因を探った。そ

の結果，ほとんどの学生が会陰保護技術のうち児頭娩

出と前在肩甲娩出の手技が困難と答え，その要因は 4
つのカテゴリーに分類された。会陰保護技術の習得を
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妨げる要因を学生の視点から明らかにし，学内演習や

臨地実習等における学生指導の課題に示唆を得ること

ができた。

６ 研究の限界

　本研究の対象者は，4 教育施設 19 名に過ぎず限定

的な調査に留まっている。また，今回の調査では， 会
陰保護技術に関して難しいと感じた理由のうち手技に

関する部分に絞って分析した。会陰保護技術は判断を

伴った手技であり，インタビューには判断に関する内

容も含まれていたが，それらについては今後の分析の

対象としたい。
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Abstract

Focusing on perineal protection techniques, which are said to be only about 50% attained by midwifery students at 
graduation, we aimed to elucidate the specifi c manual techniques considered diffi cult to learn and the causal factors of such 
diffi culty. We surveyed 19 midwifery students via semi-structured interviews regarding whether they perceived it diffi cult to 
learn specifi c manual perineal protection techniques and why they felt these techniques were diffi cult. Data were analyzed 
using a Krippendorf content analysis. The majority of midwifery students responded that the manual perineal protection 
techniques for fetal head delivery and anterior shoulder delivery were particularly difficult. The causal factors of this 
diffi culty were divided into four categories: the diffi culty of mastering the components of the perineal protection technique, 
the diffi culty of carrying out multiple activities simultaneously, disparity between training and actual practice, and issues in 
refl ective practice. The present study elucidated the causal factors that students perceived to hinder the learning of perineal 
protection techniques. This provides specifi c suggestions for improving training and formulating guidelines for instructional 
use.

Key words: midwifery education, midwifery students, perineal protection, semi-structured interviews, content analysis


