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 早川和江, 加藤陽治, 介護職に関するニーズからみる家庭科教育に期待される役割, 東北家庭科教育研究, 16, 1-5 (2017)

 Yamamoto A. Hirouchi T. Kawamorita S. Nakashima K. Sugiyama A. Kato Y., Radioprotective activity of blackcurrant extract evaluated by in vitro mictonucleus and
gene mutation assays in  　TK6 human lymphoblastoid cells. Genes and Environment, 39, 22-28 (2017)

 Yoshizaki A. Tomisawa T. Osanai T. Nanashima N. Kitajima M. Mikami K. Fujita T. Maeda H. Kato Y., Single oral administration of anthocyanin rescues smoking-
induced endothelial dysfunction in young smokers but frcilitates oxidative stress in non-smokers. Food and Nutrition Sciences, 9, 179-190 (2018)
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 太田妙子, 加藤陽治, 人間はどれだけの食物が必要か？-小野田寛郎ルバン島29年間の場合-, 醫譚, 114, 10210-10188 (2021)
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(2018)

 高坂陽寿, 加藤陽治, 鹿角霊芝子実体の水溶性多糖に及ぼす菌床の影響, 弘前大学教育学部紀要, 120, 75-84 (2018)

 野田聡子 林田大志, 島田　透, 千葉直子, 大水達也, 加藤陽治, 青森県産黒房すぐりと赤房すぐりの葉の炭水化物の比較研究, 弘前大学教育学部紀要, 120, 85-91 (2018)

 早川和江, 三浦咲織, 日景弥生, 加藤陽治, むつ市民を対象とした「2017年食育・健康講座」の意義と課題, 弘前大学教育学部紀要, 120, 99-103 (2018)

 加藤陽治, バナナの澱粉に関する研究, 弘前大学教育学部紀要, 121, 115-119 (2019)

 藤田典子, 加藤陽治, 青森県産マルメロ果実の食物繊維と細胞壁多糖, 弘前大学教育学部紀要, 121, 121-127 (2019)

 三浦咲織, 坂本謙二, 早川和江, 日景弥生, 加藤陽治, むつ市民を対象とした３年間の「食育・健康講座」が受講者に与えた効果, 弘前大学教育学部紀要, 121, 129-135 (2019)

 安田智子, 加藤陽治, 地域住民を対象とした「食育・健康講座」が受講者に与えた効果, 東北女子短期大学紀要, 59, 39-47 (2020)

 くろいし市民大学公開講演会講師「青森の食材と健康」2019年7月10日　於：くろいし産業会館４F 大会議室（黒石市）

 令和元年度弘前大学八戸サテライト「食べて納得」食育健康講座講師「地域の食材で健康の維持増進を」2019年11月14日　於：新郷村都市農村交流センター美郷館（新郷村）

「食べて納得」食育健康講座講師「地域の食材で健康維持増進を」2020年2月19日　於：藤崎町ふじさき食彩テラス１F （藤崎町）

 第8回保健科学研究発表会特別講演講師「サケ鼻軟骨（氷頭）の有効利用を考える」2021年9月11日　於：柴田学園大学多目的ホール（弘前市）

 加藤陽治,「澱粉・関連糖質実験法」第Ⅳ章4節Ⅶ項（ｃ）澱粉の構成成分とその化学構造-化学構造-グルコース間の結合様式-酵素法, 中村道徳, 貝沼圭二編　（学会出版セン
ター, 東京）149-157 (1986)

 加藤陽治,「植物細胞壁と多糖類」4. 細胞壁成分(1)-種類 5. 細胞平成分2)-生合成 6. 多糖類の研究法, 6. 付録-多糖類研究の実際例, 桜井直樹, 山本良一, 加藤陽治共著,
（培風館, 東京）129-163, 165-171, 173-195,203-229 (1991)

 加藤陽治, 柿崎育子, サケ鼻軟骨由来のプロテオグリカン,「バイオテクノロジーシリーズ, マリンバイオテクノロジーの新潮流」伏谷伸宏監修,（シーエムシー出版, 東京）
pp.129-140 (2011)

 加藤陽治, 柿崎育子、後藤昌史, サケ鼻軟骨プロテオグリカンの開発と応用,「食品ハイドロコロイドの開発と応用Ⅱ」西成勝好監修,（シーエムシー出版, 東京）pp.272-276
(2015)

 加藤陽治, 三浦絢子「植物細胞壁実験法」第1章1.1 多糖類の定量, 第6章6.2キシログルカンの調製と構造解析, 石井忠, 石水毅, 梅澤俊明 加藤陽治 岸本崇生, 小西照子, 松永
俊朗 編著（弘前大学出版会、弘前）1-7, 246-261 (2016)

 Goto M. Yamazaki S. Kato Y. Yamamoto K. Katagata Y., Anti-aging effects of high molecular weight proteoglycan from salmon nasal cartilage in hairless e. Int. J. Mol. Med.,
29, 761-768 (2012)

 Yamamoto A. Kawaguchi S. Nakashima K. Kamitai Y. Kato Y., The anti-mutagenic activities of blackcurrant extract; Evaluation Using Saccharomyces cerevisiae LOH System. Genes
and Environment, 34, 115-122 (2012)

 三浦絢子, 伊藤聖子, 加藤陽治, サケ鼻軟骨粉末から異なる溶媒で抽出したプロテオグリカンの性質の比較. 日本食品科学工学会誌, 60, 237-241 (2013)

 小田桐慎一郎, 加藤陽治, ツルアラメに含まれる糖質，アミノ酸およびポリフェノールの季節変化.　日本食品科学工学会誌, 61, 268-277 (2014)

 Yamamoto A., Nakashima K. Kawamorita S. Sugiyama A. Miura M. Kamitai Y. Kato Y., Protective effects of raw and cooked blackcurrant extract on DNA damage induced by hydrogen
peroxide in human lymphoblastoid cells. Pharmaceutical Biology, 52, 782-788　(2014)

 三浦絢子, 加藤陽治, 養殖ニジマス頭部軟骨部位別プロテオグリカン含有量と分子量分布の比較, 日本食品科学工学会誌, 61, 206-211 (2014)

 Kakizaki I. Mineta T. Sasaki M. Tatara Y. Makino E. Kato Y., Biochemical and atomic force microscopic characterization of salmon nasal cartilage proteoglycan. Carbohydr.
Polym., 103, 538-549 (2014)

 Kakizaki I. Miura A. Ito S. Mineta T. Seo J. H. Kato, Y., Characterizaton of proteoglycan and hyaluronan in water-based delipidated powder of　salmon cartilage. J. Appl.
Glycosci., 62, 115-120 (2015)

 Suekawa Y. Goto M. Yamamoto K. Kato Y., Development of hyaluronic acid　collagen-proteoglycan complex (Hyaluco PG) by hot water extraction from salmon nasal
cartilage. J. Appl. Glycosci., 62, 101-106 (2015)

 Nara K. Kato Y., Structural Characterization of a heterogalactan from antler-shaped Ganoderma lucidum. J. Appl. Glycosci., 62, 149 ‒151 (2015).

 Nanashima  N. Horie K. Tomisawa T. Chiba M. Nakano M. Fujita T. Maeda H. Kitajima M. Takamagi S. Uchiyama D. Watanabe J. Nakamura T. Kato Y., Phytoestrogenic activity of
blackcurrant (Ribes nigrum) anthocyanins is mediated through estrogen receptor alpha. Mol. Nutr. Food Res., 00, 1-13 (2015) DOI 10.1002/mnfr.201500479

 早川和江, 山田和歌子, 浅田一彦, 加藤陽治, 介護職に対するイメージとニーズに関する質的研究：介護食士要請講座受講者を対象とした調査の分析を通して, 介護福祉学, 22,
5-14 (2015)

 後藤昌史,、末川　裕, 花田友香子, 柿崎育子, 山本和司, 加藤陽治, サケ軟骨根水抽出物（ヒアルコPG）の経口摂取による日焼け抑制効果：無作為二重盲検プラセボ対象並行群
間比較試験, 応用糖質科学, 6、138-146 (2016)

 早川和江, 内山大史, 加藤陽治, 地域食材を用いた咀嚼が容易な介護食品の開発-青森県産スルメイカとナガイモの利用-, 日本食生活学会誌, 27, 57-65 (2016)

 加藤陽治, 植物細胞壁多糖の微細構造解析と機能に関する研究, J. Appl. Glycosci., 55, 35-43 (2008)

 加藤陽治, 高橋 匡, ヘミセルロース由来の機能性食品素材の開発と応用, 応用糖質科学, 2, 180-184 (2012)

 加藤陽治, 農水産物の糖質に関する研究, 日本食品科学工学会誌, 63, 293-305 (2016)
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