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●必ず第三者の医師の診療を受けて下さい
受診以後の休業が給付の対象です
（免責５日間）
●休業中は完全にお仕事をお休み下さい
短時間の診療や管理者としての執務も業務とみ
なされます
●復業前には必ず主治医の診療を受けて下さい
※保障内容や給付要件、請求方法など詳細は共済
部までお問い合わせ下さい
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