SYNOPSIS
This is a story revolving around a scion of a wealthy family
who has developed multiple personalities after a traumatic
childhood incident, and his romantic relationship with
a young psychiatrist who becomes his personal doctor.
The seven personalities within him try to take control and
each time they emerge, they create hilarious and awkward
situations but his doctor heals his pain to alleviate his
symptoms and it turns out that love may have the most
powerful healing powers.
讲述一个在儿时受到痛苦的创伤后拥有七重人格的富三代和他
的秘密主治医师之间的浪漫故事。因为七重人格不断出没，争相占据他
的身体，使他总被卷入风波之中。通过这位女医师治愈心灵创伤，从而
醒悟到爱情才是最能治愈创伤的良药。
幼い頃のつらい経験で傷を負ってから、七つの人格を持つ
ようになった財閥3世と、彼の秘密の主治医となったレジデント
1年目の女医とのロマンスを愉快かつロマンチックに描いた物語。
七つの人格が彼の体を一人占めするために争うせいで、毎回騒動に
巻き込まれる彼が女医を通じて傷が癒され、傷を癒す最も強力な
ワクチンは「愛」であることを悟る。
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Cha, Ki-jun

Starring

Oh, Min-seok

He is Do-hyun's distant cousin who is in competition
to take control of the company from Do-hyun. He is
a workaholic with full of confidence, and does not
consider Cha Do-hyun to be his match, but after he
realizes that Cha Do-hyun is a tough competitor, he
pays more attention in how to deal with him. When his
fiancée, Han Chae-yeon starts to be enamored by Dohyun, he cannot stand him anymore.
车基俊 l 吴民硕
车度贤的表哥，为了成为公司继承人与车度贤
展开竞争。他是以工作为乐的工作狂，凡事都充
满自信，认为车度贤不是自己的对手。但发现车
度贤并不好对付后，越来越对他产生戒心。在未
婚妻韩彩延也因为车度贤产生动摇后，开始视其
为眼中钉。
チャ・ギジュン l 俳優 オ・ミンソク
チャ・ドヒョンのはとこ。会社の後継者になるた
めにチャ・ドヒョンと争う彼は仕事を楽しむワーカ
ホリックで、あらゆることに自信があふれる。そのた
め、チャ・ドヒョンは自分の敵ではないと思ってい
る。しかし、チャ・ドヒョンが簡単な相手でないこと
が分かり 、次第に気にするようになる。その上、婚
約者ハン・チェヨンさえチャ・ドヒョンに傾くと、彼
のことを目障りに感じるようになる。

Oh, Ri-jin

Starring

Hwang, Jung-eum

She seems to be a female character straight out
of a romance comic book with her delicate features
and innocent look. Although she is a psychiatrist, she
behaves nothing like one. Her family comes above
anything else. She talks to her mom and dad as if they
are her best friends, and acts like a tomboy around her
twin brother Oh Ri-on. But there is a deep family secret
that Ri-on is not her real brother. One of them was
adopted. Because of this secret, Oh Ri-on and Do-hyun
become entangled in a love triangle to win her heart.
吴悧珍 l 黄静茵饰
外貌像纯情漫画女主人公一样清纯柔弱的精神
科医生。但行动与性格却截然相反，力气与饭量
都很大。对家人充满爱意，与父母像朋友般亲密
无间，和双胞胎哥哥吴悧温像兄弟一样相处。但
这个和睦的家庭里有个秘密，她和哥哥并非亲兄
妹，其中一人是被领养的。因此她与车道贤及吴
悧温形成微妙的三角关系。
オ・リジン l 俳優 ファン・ジョンウム
少女漫画から飛び出してきたような、清純で弱い
ルックスの精神科医師だが、性格と行動は正反対。
百人力で、食欲は男並み。家族に対して格別の愛情
を持っている彼女は両親とは友達のように接し、
双子の兄オ・リオンとは男兄弟のように接する。し
かし、睦まじい家族内には秘密が一つある。兄とは
実の兄妹ではなく、二人のうち一人は養子である事
実。そのため、チャ・ドヒョンとオ・リオンと妙な
三角関係に陥る。

Cha, Do-hyun

Starring

Ji Sung

He’s dashing and handsome. He keeps himself in
good shape with regular workouts and healthy eating.
Understanding and warmhearted, he can speak
five different languages. He has an accomplished
background that makes him qualified to take over his
father's vast empire. But he harbors a hidden pain.
He is afraid of the dark and animals. He is very selfconscious about himself. He also suffers from multiple
personality disorder, which plunges him into an identity
crisis. After meeting Oh, Ri-jin, a psychiatrist, he finds
love and slowly heals from his past trauma.
车度贤 l 池城饰
相貌出众，通过有规律的锻炼与控制饮食等
进行严格自我管理，性格温柔体贴，擅长五种语
言，同时又是大企业的继承人，拥有几乎完美的
条件。但他有不为人知的创伤和弱点，害怕动物
和黑暗，过于在意别人的眼光。而且患有多重人
格障碍，饱受对自身的怀疑和困惑。遇到精神科
医生吴悧珍后，通过爱情治愈创伤。
チャ・ドヒョン l 俳優 チソン
ずば抜けたルックス、規則的な運動と食事療法な
ど、徹底した自己管理、きめ細かく温かい性格、5ヶ
国語を駆使、大企業の後継者であることなど、欠点
など全く見当たらない完壁に近い条件を備えた彼。
しかし、人知れない傷と弱点を持っている。動物や
暗闇が苦手で、他人の視線を極度に気にする。その
上、多重人格障害という症状があり、アイデンティ
ティの混乱を経験している。精神科医師オ・リジン
に出会い、愛という感情を通じて傷が癒される。

Oh, Ri-on

Starring

Park, Seo-jun

He has churned out a slew of best-selling mystery
novels but he is hardly known because he keeps his
identity hidden. None of his fans have seen his face
so his age and gender are a secret. He learned that
he is not the twin brother of Oh Ri-jin but he acts like
he doesn't know. After Oh Ri-jin becomes close with
Cha Do-hyun, his confused feelings for Ri-jin become
clearer.
吴悧温 l 朴叙俊饰
他才华出众，创作的推理小说都很畅销。同
时他也是个外人不了解相貌、性别、年龄和真实
姓名的幽灵作家。他知道自己和吴悧珍并非亲兄
妹，但却装作并不知情。也许因此也让他对吴悧
珍产生了别样的感情。随着吴悧珍与车度贤接
近，这种混乱而模糊的感情变得清晰而明确。
オ・リオン l 俳優 パク・ソジュン
出版するたびにベストセラーになるモンスター級
の推理小説家だが、対外的には顔、性別、年齢、実
名を明かさないゴーストライター。オ・リジンと実
の兄妹でないことを知っていたが、知らない振りを
して生きてきた。そのためかオ・リジンに特別な感
情を感じる。そして、オ・リジンがチャ・ドヒョン
と親しくなってから、そのもやもやした、混乱に満
ちた感情は、はっきりと確かなものになる。

Han, Chae-yeon

Starring

Kim, Yu-ri

She is Cha Ki-jun's fiancée and works as an art
director. Her father is a diplomat and her mother is
a curator so she grew up in an upper-middle class
household. She liked Cha Ki-jun since she was a
teenager and got engaged to him as she wished for
but she finds that their connection is no longer strong
as he is a workaholic. As her relationship with Ki-jun
deteriorates, she starts to find Cha Do-hyun, whom she
hardly noticed, as an attractive love interest.
韩彩妍 l 金釉利饰
车己骏的未婚妻，一名艺术总监。在外交官父
亲与美术馆母亲的家庭环境下养尊处优的成长。
虽然与小喜欢的车己骏订婚，但因为车己骏把工
作看得比她还重，心中的爱意渐渐冷却。就在他
们的关系产生裂痕时，小时候没有引起她兴趣的
车度贤开始映入她的眼帘。
ハン・チェヨン l 俳優 キム・ユリ
チャ・ギジュンの婚約者であり、アートディレ
クター。外交官の父親と、キュレーターの母親の間
で何不自由なく育った。幼い頃から想いを寄せてい
たチャ・ギジュンと婚約したが、自分のことよりも
仕事を優先する姿に次第に愛情が冷める。そんな関
係に亀裂が入る頃、幼い時は何の関心もなかった
チャ・ドヒョンが気になり始める。

