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   認定期間：2014 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日 
   但し、日本医用マススペクトル学会会費を完納すること 



医用質量分析認定士 
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   認定期間：2015年 4月 1日～2020年 3月 31日 

   但し、日本医用マススペクトル学会会費を完納すること 
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   認定期間：2016年 4月 1日～2021年 3月 31日 

   但し、日本医用マススペクトル学会会費を完納すること 
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   認定期間：2017年 4月 1日～2022年 3月 31日 

   但し、日本医用マススペクトル学会会費を完納すること 


